
　民主党福島県連は、2010 年 11月 27日に郡山市のホテル
ハマツで常任幹事会を開き、来年４月に行われる福島県議会
議員選挙の公認候補者としていずれも新人の、佐久間としお
氏、しいね健雄氏の 2人を郡山市選挙区において擁立するこ

とを決め、12月 6日の党本部常任幹事会で承認されました。
　また、民主党福島県第２区総支部は、11月 26日に郡山市
の労働福祉会館で常任幹事会を開き、郡山市議会議員選挙の
公認候補者として新人の、佐竹伸一氏の擁立を決定しました。

統一地方選挙 民主党公認候補者紹介
福島県議会議員選挙  4/10（日）投票・郡山市議会議員選挙  4/24（日）投票

佐久間 としお
夢・愛・力　“ふくしま”をつくる
1955 年生まれ。
県立福島工業高卒。
党福島県連副幹事長。
郡山市議会議員４期。
市民連合会長。［新］

吉田  公男
命の絆を守りたい
1956 年生まれ。
県立安積高卒。
党福島県連政調会長。
元郡山ボランティア連絡協議会
会長。［現２期］

しいね 健
た け

雄
お

県政に、新しい風
1977 年日和田町生まれ。
県立安積高、新潟大卒。
参議院議員増子輝彦秘書。
県政に新風を送る会代表。

［新］

本田  とも
「ふくしま再生（ルネサンス）」

1974 年生まれ。
フランスウエストミンスター
大学院パリ校卒。
党福島県連青年局長。

［現２期］

佐藤 まさたか
未来あるふくしまの為に
ひたすらに真っすぐに
1953 年生まれ。國學院大卒。
党福島県連常任幹事。
元本宮町議３期・市議１期。
会社役員。［現１期］

佐竹  伸一
あなたとつくる誇れる市政
1958 年生まれ。
日大卒。
党県第２区総支部常任幹事。

（有）三矢トラベル代表取締役。
［新］

県議選（郡山市） 県議選（郡山市） 県議選（郡山市）

県議選（二本松市） 県議選（本宮市・安達郡） 郡山市議選
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ご挨拶
日本と福島のため、今年も全力で頑張ります。
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衆議院議員

　新年明けましておめでとうございます。太田かずみです。
　政権交代後、二度目のお正月となりますが、今年のお正
月はとくに、皆様の政権に対するご叱正の厳しさに、ただ
ただ姿勢を正すばかりです。言い訳をせず、「国民生活が第
一」の政治の実現へ向けて取り組み、そして内政・外交両
面において、国民の期待に応える結果を出すしかない、今
年が民主党にとっても私にとっても勝負の年だと決意を新
たにしているところです。
　その上で、今回は年頭に当たり、昨年一年間の私個人の
国会活動について、主な点を皆様にご報告させていただこ
うと思います。
　昨年は引き続き衆議院環境委員会の理事を拝命しました。
与党理事の立場から大気汚染防止法改正案、廃棄物処理法
改正案、生物多様性保全活動促進法案などの成立に尽力し
ました。そして昨秋、生物多様性条約締約国会議（COP10）
が名古屋で開催され注目を集めましたが、民主党環境部門
の中心メンバーとして松本龍環境大臣を支え、日本のイニ
シアチブによって国際会議での画期的な合意につなげるこ
とができたものと自負しております。
　ただ、鳩山前総理の肝いりだった地球温暖化対策基本法
案が、昨年5月に衆議院を通過したものの、野党の抵抗に
あった上、鳩山総理の辞任、菅内閣の発足といった政局の
中で、参議院において時間切れ・廃案となったことが悔や
まれてなりません。参議院は野党多数ではありますが、子
どもたちのために良好な地球環境を残していくためにも、
何とか合意点を見出して今度の通常国会で成立を図ること
が使命であると痛感しているところです。
　昨秋の臨時国会からは、衆議院決算行政監視委員会の理

事も新たに拝命しました。行政のムダを省く取組みを、事
業仕分けだけにお任せにするのではなく、国会審議を活性
化させる中から進めてまいります。
　また、民主党政策調査会では、地域主権調査会の副会長
を拝命し、ひも付き補助金から地方が自由に使える一括交
付金への転換について党として活発に議論し提言をまとめ
ました。結局、政府では来年度・再来年度の予算で1兆円
を一括交付金化することとなりました。来年度だけで3兆
円の投資的補助金すべてを対象としたかった私個人として
は不満の残る結果となりましたが、地域の裁量を増やして
活性化を図るため、自民党政権より一歩前進できたと受け
止めています。
　昨年末は、増子輝彦前経産副大臣（参院議員）が会長を
務める民主党中小企業政策推進議員連盟の幹事として活動
し、中小企業の法人税を現行18％から11％に軽減するよう
政府に強く働きかけ、その結果、満額回答ではないものの
15％に引き下げることができました。厳しい環境にある中
小企業のため少しでもお役に立てればという思いからです。
　民主党の活動では、青年局長を引き続き担当し、若者の
政治参加に向けたキャンペーンや学生インターンシップな
どを実施しました。
　このほか、昨年11月、民主党が企業団体献金の全面禁止
を一刻も早く実現するよう、若手有志議員とともに岡田幹
事長に申入れをし、その結果、岡田幹事長は今度の通常国
会に企業団体献金禁止法案を民主党として提出すると言明
しました。
　今年も日本のため、地元福島のため全力で頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。



国会の様子を報告し、皆さんの思いを受け止めるため、小さな集まりを大切にしています。国会報告とともに、太田か
ずみが皆さんと率直に語り合うのが〝太田かずみと語る会〟です。開催ご希望の方はお気軽に事務所までご連絡下さい。

2010 年の参議院選挙は厳しい闘いとなりましたが、福島県選
挙区では、増子輝彦先生がトップ当選を飾りました。

スポーツ大会やバーベキュー大会、国会見学のバス旅行など、楽しい催しを行っています。

 「太田かずみと語る会」を各地で開催中！
 あなたの町にもかけつけます。

郡山 緑ヶ丘郡山 静町 二本松 塩沢

郡山 桑野郡山 熱海町 郡山 安積町

郡山 富久山町牛が池二本松 小沢

郡山 中田町柳橋本宮 青田

後援会活動
安達太良山開き／くろがね小屋で一泊して登頂

片平後援会 友和会国会見学会

早朝の街宣活動／郡山駅前

東和後援会

緑水苑バーベキュー大会

熱海町熱海後援会

桑野後援会設立準備会 二本松グラウンドゴルフ大会 本宮グラウンドゴルフ大会

環境委員会 国会質問 福島県幼稚園協会より要望

福島県中小企業団体青年中央会勉強会 郡山商工会議所要望

二本松事務所開き／民主党福島県第 2
区総支部では、2 月に二本松事務所を
開設しました。

タウンミーティング／皆様のご意見を
国政に反映させるため、タウンミーティ
ングなどを行っています。

平成23年　号外

TPP 参加は慎重に。
国内農業の改革が先。 農 

を
守
る

夏、参院選 増子輝彦先生勝利！国会で、地元で奮闘中！

ふるさと福島での
活動アルバムから

遠藤ヶ滝不動尊 火祭りでは、
何と火渡りの行を体験

トップ当選をお祝い 二本松市での第一声 農作業が終わってひと息愛用のゴム長を洗ってます

JA グループ福島県緊急集会

国家の安全保障の根幹にも関わることです。あせっ
て「開国」することで国内農業が壊滅してしまったら、
もとも子もないことになってしまいます。
　政権交代して、昨年、食糧自給率の向上と農業再
生へ向け、やっと米の戸別所得補償がモデル事業と
して始まったばかりです。農業再生への改革はやっ
と緒についたところなのです。今年度の制度参加率
は全国平均で75％でしたが、例えば郡山市では25％
と低く、低米価に泣く農家が続出しました。郡山で
ももっと制度参加率が上がるなど、戸別所得補償が
制度として定着しないと、「開国」の準備は整ったと
は到底いえないと思います。
　菅内閣は、TPP参加へ向けた国内環境整備のため、
農業構造改革推進本部を立ち上げ、今年6月までに
財政措置を含めた競争力強化策を策定する方針です。
かつて自民党政権時代に、アメリカ産米のミニマム
アクセスを受け入れた際は、大量の国費が農業強化
に関係のない公共事業に使われたりしましたが、今
回はそのようなことは許されません。
　いずれにしろ、外国産の農産物といい勝負をする
には、競争力強化のための時間がもう少し必要なの
ではないでしょうか。関係国との協議をする中で、
今後、TPP参加の具体的な条件が判明してくると思
われますが、参加によって日本農業が壊滅するよう
な話なら、断固協議を蹴る、参加は当面見送りとい
う決断をすべきです。

　安価な外国産農産物が大量に入ってきて国内農業
が深刻な影響を受けるとして多くの農業者が反発し
ている TPP（環太平洋パートナーシップ）ですが、
私は日本が早期にTPPに参加することには極めて慎
重であるべきだという考えです。それは、TPPにお
いては極めて高いレベルでの貿易自由化が求められ
ているからであり、国内農業の現状では太刀打ちで
きないと考えるからです。
　私は、基本的には自由貿易はもっと積極的に進め
るべきとの立場です。TPPにもいずれは参加の決断
を下さなければならない時がやってくるかもしれま
せん。言うまでもなく、資源のない日本は、加工貿
易で外貨を稼ぐことによって、国の成長をなしとげ
たのです。GDPで世界2位の経済大国になれたのも、
国民の勤勉さと技術を生かした加工貿易立国のおか
げです。自由貿易の追求は国益そのものです。
　しかし、一方、農業は国家の基礎です。食糧は、

今年も稲刈りをさせて頂きま
した


